
「ひだか市民情報ひろば」は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりは
ありませんので、内容は直接確認してください。
掲載方法　掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。
○イベントの掲載は１年度に４回、なかまを募集は１年度に１回までです。
○公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。
※市ホームページ内の「ひだか市民情報ひろば」にも情報を掲載できます。
ぜひご利用ください。� 問い合わせ　市政情報課広報・統計担当

ひだか
市民情報ひろば

　○○☎○○○－○○○○。なかまを募集なかまを募集
■楊名会
　美容と健康づくりに太極拳を始めませんか。初心者大
歓迎。先生が懇切丁寧に教えてくれます。
活動日　毎週金曜日

活動時間　午前10時～正午
場所　高萩北公民館
対象　成人
費用　1,000円（月額）
問��い合わせ
　榎枝☎080－3386－5588

ひ だ か
市民情報
ひ ろ ば

各家庭から出された可燃ごみの速報値です

問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

令和４年 10月の可燃ごみ 昨年同月との比較
全体量� 894.42�ｔ +�36.49�ｔ
処理費用� 36,894,825�円 +�1,505,213 円
１人当たりの量� 16.34�kg +�0.73�kg
１人当たりの処理費用 674�円 +�30�円

くりっかーの可燃ごみレポート

　年末年始は家族や親戚で集まり、食事をする機
会があると思います。食べ残しを防ぐために最後
の15分間を「食べきりタイム」として設定し、残
った材料を味わう時間にして食品ロス削減に努め
ましょう。

※数値は四捨五入しています。
※処理費用は、全体量に41,250円／ｔ
　を乗じたものです。
※１人当たりは、当該月の総人口を
　基に算出しています。

開館時間　午前９時～午後９時
休館日　　12月５日（月）・19日（月）
年末年始休館日　12月29日（木）～１月３日（火）

■�新登場！さいたまブロンコスの
　子供バスケットボール教室開講‼
期日　12月６日・13日・20日の火曜日
時間　午後５時15分～６時35分（低学年）
　　　午後６時45分～８時５分（高学年）
対象　小学生～中学生
費用　4,950円（税込み）
持ち物　館内シューズ、タオル、飲み物

文化体育館「ひだかアリーナ」
指定管理者　コナミスポーツ・毎日興業グループ　☎985－2090

■�癒し系のピラティスで、今年一年の癒しの
ひと時を過ごしましょう

期日　12月１日・８日・15日・22日の木曜日
時間　午後７時15分～８時15分
対象　16歳以上
費用　3,680円（税込み）
持ち物　タオル、飲み物

令和５年１月８日（日）は、二十歳のつどい開催のため、駐車場は利用できません。お越しの際は、市役所駐車場をご利用ください。

LINE　VOOM

この部分に印があったら（印
は端末によって異なります）
新しい投稿のお知らせ

▼LINE　VOOM画面イメージ

LINE　VOOMでも市の情報を発信しています。
ぜひフォローしてください。
問い合わせ　市政情報課広報・統計担当

日高市公式LINEアカウントを友だち追加▶
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I n f o r m a t i o n

く  ら  し  の 情 報
人　口（令和４年11月１日現在）

火災・救急（令和４年10月）

休祝日・夜間診療所、歯科診療所

火災 救急３件（17件）
■（　）内は、令和４年１月からの累計です。

219件（2,256件）

飯能日高消防署内（飯能市小久保291）
日曜日・祝日 夜　間 問い合わせ

内科・
小児科

午前９時～11時30分
午後１時30分～３時30分

午後８時～
９時45分 ☎971－0177

歯　科 午前９時～11時30分 なし ☎973－4114

総数

男 女

54,673人（－69人）

27,158人（－27人） 27,515人（－42人）

世帯数 24,645世帯（+８世帯）

■（　）内は、前月比です。

　不用品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償・無償、
取引方法等は当人同士で決めていただきます。

★ゆずります
着物、観葉植物、タイルカーペット、スノーボード（板・
ブーツ）、ベビーチェア、剪

せん

定用はさみ、ペット用ゲージ、
御詠歌、布生地（木綿）、帯、七五三４点セット（男子）、
ベビーカー、観賞魚用砂利クリーナー、エアロバイク、
蒸し器（竹製）

★ゆずってください
自転車、制服ズボン（高萩北中）、大人用三輪車、ハンド
マッサージ機、ミシン

※交換の品物の情報は11月21日現在のものです。
※「ゆずります」への問い合わせは、毎月７日（土・日曜日の場
合は以後の平日）から受け付けます。
申し込み・問い合わせ　産業振興課商工観光担当

無 相料 談
相談種類 期日 時間 相談場所 予約 問い合わせ

法律相談 12月16日（金） 午後１時～４時20分 生涯学習センター２階
12月７日
（水）から 総務課

人権推進・
市民活動担当
☎989－2111

１月12日（木） 市役所３階301会議室

女性相談 12月22日（木）
１月12日（木） 午後１時～３時40分 市役所１階相談室

行政相談 12月16日（金） 午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階

不要人権相談 12月16日（金） 午前10時～正午
午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階

不動産相談 12月16日（金） 午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階
税務相談 12月16日（金） 午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階 不要 税務課市民税担当
心配ごと相談
12月14日は精神保健福祉士に
よるこころの相談も行います

12月14日（水） 午前９時～正午
（面接相談）
総合福祉センター「高麗の郷」
（電話相談）☎985－9100

不要
日高市
社会福祉協議会
☎985－9100

法律相談
弁護士による相談（4人まで） 12月22日（木） 午後１時～２時20分 総合福祉センター「高麗の郷」 必要

成年後見制度相談
司法書士・税理士・行政書士・
社会福祉士による相談（3人まで）

12月21日（水） 午後１時～４時 総合福祉センター「高麗の郷」 必要

ひとり親家庭
ハローワーク就労相談 １月10日（火） 午前10時30分～午後０時30分 市役所１階相談室 必要

子育て応援課
子育て応援担当
☎989－2111

ひとり親家庭
ふらっと相談室 12月20日（火） 午前10時～正午 市役所１階相談室 必要

家庭児童相談
子育ての悩みや不安の相談
（性格、生活習慣、言語、非行、
虐待などの家庭内の問題）

月～金曜日
（祝日を除く） 午前９時～午後５時

（面接相談）市役所１階
　　　　　子育て応援課内
（電話相談）☎985－8118

不要

教育相談室 月～金曜日
（祝日を除く） 午前10時～午後５時

（面接相談）
生涯学習センター２階
（電話相談）☎989－7879

面接相談
のみ必要

教育センター
教育相談室
☎989－7879

労働相談 随時 午前10時～午後４時 市役所など（応相談） 必要 産業振興課
商工観光担当
☎989－2111

内職相談
内職に関する求職相談、
ハローワーク求人情報の提供

火曜日
（祝日を除く）

午前９時30分～正午
午後１時～４時 産業振興課 不要

消費生活相談
契約トラブル、多重債務など

月・火・水・金曜日
（祝日を除く）

午前10時～正午
午後１時～４時 市役所３階相談室 不要

消費生活
相談センター
（産業振興課内）

健康相談
乳幼児…身体測定、保育相談、
栄養相談（母子健康手帳持参）
成人…血圧測定、尿検査、健
康相談、栄養相談

第１～４水曜日 午前９時30分～11時15分 保健相談センター 不要 保健相談センター
健康支援担当
☎985－5122生活習慣病予防相談

血圧測定、尿検査、健康相談、
体脂肪測定、栄養相談など

１月11日（水）
　　　　30日（月） 午後（時間予約制） 保健相談センター 必要

※各
かくそうだん

相談の詳
しょうさい

細な内
ないよう

容は、市
し

ホームページまたは各
かくこうきょうしせつ

公共施設に置
お

いてある「日
ひ だ か し

高市＜市
しみんそうだん

民相談＞のご案
あんない

内」をご覧
らん

ください。
※【For�foreigners】Saitama�Information�&�Support（SIS）�tel:048－833－3296�（Saitama�International�Association）

2627

広報ひだか広報ひだか 令和４年12月令和４年12月 広報ひだか広報ひだか令和４年12月令和４年12月


